貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名
福岡市

事業所名
丸徳運送株式会社 本社営業所
株式会社シンクラン 西福岡営業所
アートコーポレーション株式会社 福岡西
飯盛運輸株式会社 本社営業所
有限会社藤崎運輸 本社
ヤマト運輸株式会社 福岡早良支店
平田運送有限会社 本社
松藤商事株式会社 福岡事業所
ヤマト運輸株式会社 福岡小笹支店
ヤマト運輸株式会社 福岡天神支店
株式会社エムビーエス 福岡営業所
ヤマト運輸株式会社 福岡けやき通りセンター
株式会社産恵運輸 本社営業所
株式会社大福物流 福岡ＣＶＳセンター営業所
株式会社らくのう運輸 福岡第二営業所
福糧運輸株式会社 福岡インター営業所
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 福岡支店
天龍運輸株式会社 福岡支店
博多運輸株式会社 香椎浜支店
株式会社エムビーエス 香椎浜物流センター
朝日オリコミ西部株式会社 福岡センター
ピアノ運送株式会社 福岡営業所
株式会社鹿毛興運 本社営業所
有限会社ウイングエクスプレス 本社営業所
西久大運輸倉庫株式会社 松田営業所
九州商運株式会社 松島営業所
牛乳輸送株式会社 福岡
株式会社ＪＥＴＬＩＮＫ 本店営業所
松浦通運株式会社 福岡路線営業所
株式会社ニッシン・ロジスティクス 福岡営業所
宗像陸運株式会社 共同ターミナル営業所
西久大運輸倉庫株式会社 福岡支店

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

安全性優良事業所

（福岡県）

住所
福岡県福岡市城南区七隈２－１－７２
福岡県福岡市西区今宿青木字廣石南１０４２－６７
福岡県福岡市西区今宿東１－６０９－７
福岡県福岡市西区大字羽根戸字太田４１１番地の４
福岡県福岡市早良区昭代３－１－１９
福岡県福岡市早良区昭代３－６０，６１，６２，６９，
７０，７１
福岡県福岡市中央区荒津２丁目７番
福岡県福岡市中央区荒津一丁目８－１
福岡県福岡市中央区小笹２－９－１・１０
福岡県福岡市中央区那の津３－１４－１４
福岡県福岡市中央区那の津３丁目１－１６
福岡県福岡市中央区那の津３丁目８－２８
福岡県福岡市中央区那の津５丁目８－８
福岡県福岡市東区みなと香椎２丁目２５－１７
福岡県福岡市東区みなと香椎２丁目６－１１
福岡県福岡市東区蒲田２丁目４１－１１
福岡県福岡市東区蒲田３丁目２７番３０
福岡県福岡市東区蒲田４丁目１１６
福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭２丁目１－１
福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭２丁目１５－１６
福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭２丁目３－８
福岡県福岡市東区松田１－１０－１１
福岡県福岡市東区松田１丁目１－１３
福岡県福岡市東区松田１丁目７９９－１
福岡県福岡市東区松田２－７－１
福岡県福岡市東区松島３－１８－１５
福岡県福岡市東区松島３丁目２－５、２－６
福岡県福岡市東区松島３丁目２５－５
福岡県福岡市東区多の津１－３－４
福岡県福岡市東区多の津１丁目１８－３
福岡県福岡市東区多の津１丁目１９－３
福岡県福岡市東区多の津１丁目２０番１４号
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電話番号
092-871-6544
092-883-9691
092-802-0123
092-812-0848
092-841-1276
092-843-3995
092-751-2352
092-761-3061
092-524-6003
092-724-8235
092-717-4701
092-724-4613
092-781-3387
092-692-8640
090-8390-6992
092-674-5500
092-931-7820
092-663-2828
092-662-2620
092-663-1008
092-665-5500
092-622-0871
092-624-7781
092-626-9700
092-629-7232
092-622-7009
092-627-1061
092-409-3588
092-622-2355
092-629-7800
092-622-2007
092-622-6520

H29.12.12
主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
株式会社引越社関東 福岡東営業所
株式会社引越社関東 福岡南営業所
航空ネットワーク株式会社 本社営業所
株式会社九州設備サービス 本社営業所
福岡東運輸有限会社 本社営業所
有限会社ユーズ 本社営業所
九州石井運輸株式会社 東浜営業所
九州物流サービス株式会社 福岡営業所
株式会社立商 本社営業所
園田陸運株式会社 福岡二又瀬センター営業所
福岡センコー運輸株式会社 本社営業所
株式会社クイック 本社営業所
西久大運輸倉庫株式会社 福岡通運営業所
今井運送有限会社 本社営業所
佐川急便株式会社 福岡営業所
株式会社マキタ運輸 福岡営業所
株式会社サンキュウ・トランスポート・九州 福岡営業所
上組陸運株式会社 福岡営業所
有限会社大盛運送 共用営業所
筑後運送株式会社 福岡支店
小倉運送株式会社 福岡営業所
東京納品代行西日本株式会社 福岡センター
株式会社福岡ミトモ 箱崎営業所
理研運輸株式会社 福岡営業所
九州菱倉運輸株式会社 福岡営業所
岡山県貨物運送株式会社 福岡主管支店
有限会社かねは 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 福岡清水支店
株式会社九州デイリーサービス 福岡営業所
日本郵便輸送株式会社 博多営業所
飯盛運輸株式会社 博多営業所
進藤運輸倉庫有限会社 本社営業所
宮崎運輸株式会社 福岡支店営業所
ヤマト運輸株式会社 博多南支店
西鉄運輸株式会社 博多統括支店

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
福岡県福岡市東区多の津３丁目１７番８号
福岡県福岡市東区多の津３丁目１７番８号
福岡県福岡市東区多の津４－１５－２６
福岡県福岡市東区多の津５丁目５－１２
福岡県福岡市東区多々良２丁目１番４９号
福岡県福岡市東区土井二丁目４３８－１
福岡県福岡市東区東浜２－９－１１８
福岡県福岡市東区東浜２丁目８番９１号
福岡県福岡市東区二又瀬５－２０
福岡県福岡市東区二又瀬新町１６－２４
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭２－５－９
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭２丁目２－３５
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭２丁目３番７号
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭４－１３－９
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭４丁目１２番５号
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭４丁目１６番１１
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭４丁目３－９
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭４丁目５番地３７
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭５－１－１３
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭５－１３－２０
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭５－１－４
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭５－１－４０
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭５丁目１－３３
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭６丁目８－４９
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭一丁目５番１３号
福岡県福岡市東区箱崎埠頭５－３－１０
福岡県福岡市南区高木２－１２－１
福岡県福岡市南区清水３－８－２９
福岡県福岡市博多区月隈６丁目１０－５６
福岡県福岡市博多区月隈６丁目２１－３
福岡県福岡市博多区御供所町９－１１－１０５
福岡県福岡市博多区諸岡３－６４３
福岡県福岡市博多区上牟田３－４－１
福岡県福岡市博多区東雲町３－８－９
福岡県福岡市博多区東光２－２２－７２
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電話番号
092-287-9111
092-686-4040
092-611-2976
090-3198-0297
092-663-8166
092-691-0582
092-643-8118
092-409-2780
092-405-7571
092-624-8870
092-651-7450
092-645-2265
092-651-5386
092-641-8026
092-631-5306
092-632-0074
092-631-5339
092-631-0531
092-651-8201
092-651-7879
092-651-1267
092-645-2811
092-402-1035
092-631-1605
092-631-5518
092-651-7735
092-411-0488
092-557-3577
092-513-0355
092-504-5811
092-282-5827
092-572-4901
092-411-1966
092-574-2197
092-471-1201

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名
朝倉市

飯塚市

うきは市
大川市
大野城市

大牟田市
小郡市

春日市
嘉麻市
北九州市

事業所名
ヤマト運輸株式会社 博多支店
両備トランスポート株式会社 甘木営業所
ヤマト運輸株式会社 福岡甘木北センター
吉浦運送株式会社 朝倉営業所
サン・ロジテム株式会社 本社営業所
株式会社ＮＢＳロジソル 飯塚
有限会社ハヤト運輸 本社営業所
宮本急送有限会社 飯塚
有限会社協立運送 本社営業所
西久大運輸倉庫株式会社 うきは支店
新進運輸株式会社 大川営業所
有限会社福昌運輸 本社営業所
株式会社ウイングス 福岡営業所
株式会社エフシービー 本社
西久大運輸倉庫株式会社 中九州支店
第一物流株式会社 小郡営業所
株式会社ＮＢＳロジソル 小郡営業所
株式会社ダイセーエクスプレスシステム 小郡ハブセン
ター
有限会社共栄資源管理センター小郡 本店営業所
ヤマト運輸株式会社 福岡春日北支店
ヤマト運輸株式会社 嘉麻センター
有限会社三共貨物 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 小倉北支店
九州産交運輸株式会社 北九州センター
ヤマト運輸株式会社 戸畑牧山センター
黒崎水岩運送株式会社 若松営業所
河津産業有限会社 北九州営業所
緒方運輸有限会社 本社営業所
有限会社トヨトミ運輸 本社営業所
吉田海運株式会社 北九州営業所
株式会社メディックス 本社営業所
エル・エムサービス株式会社 本店営業所
株式会社シンクラン 南小倉営業所
平和運送株式会社 本社

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所

電話番号

福岡県福岡市博多区東比恵３－２２－２３
福岡県朝倉市上浦６５２－１
福岡県朝倉市大字甘木字川原１３１３番地１
福岡県朝倉市入地３５００－２
福岡県朝倉市馬田６５５
福岡県飯塚市勢田２５６９－１４
福岡県飯塚市相田７５２番地１０４
福岡県飯塚市大字大分４５５－４
福岡県飯塚市有安９５８－８
福岡県うきは市吉井町富永１９０５－７
福岡県大川市大字中古賀９２－３
福岡県大野城市御笠川２－１５－１４
福岡県大野城市御笠川５丁目６－９
福岡県大野城市大池２－１２－６
福岡県大牟田市四箇新町１丁目８番１
福岡県小郡市干潟１６０５－１
福岡県小郡市干潟字船底８０７－１６

092-411-0477
0946-26-0075
0946-21-4333
0946-52-8355
0946-21-3993
0949-62-5830
0948-24-7322
0948-20-0200
0948-31-1100
0943-75-8150
0944-89-9810
092-503-0177
092-513-9060
092-503-7531
0944-41-6300
09427-3-3000
0942-73-1121

福岡県小郡市上岩田５６５－１７

0942-23-8380

福岡県小郡市上岩田７６６番地
福岡県春日市惣利三丁目４６－４
福岡県嘉麻市牛隈字野添２５１０－１２
福岡県嘉麻市上山田４８５－１１，４８５－１７
福岡県北九州市小倉北区末広２丁目３６番１４
福岡県北九州市小倉北区高浜１丁目４－１９
福岡県北九州市戸畑区千防３丁目２０－１９
福岡県北九州市若松区桜町２１－２２
福岡県北九州市若松区大字安瀬６４－１８１
福岡県北九州市若松区南二島１丁目７－１
福岡県北九州市若松区南二島１丁目９－１５
福岡県北九州市若松区南二島１丁目９－３
福岡県北九州市小倉南区下曽根新町１３－１
福岡県北九州市小倉南区朽網東２丁目３０番９号
福岡県北九州市小倉南区新曽根６番４号
福岡県北九州市小倉南区大字朽網３９１４－１０

0942-72-0497
092-595-3910
0948-20-7081
0948-52-0701
093-521-8966
093-513-2511
093-881-6606
093-701-5770
093-752-0550
093-791-2366
093-772-5085
093-701-0020
093-473-4920
093-475-2002
093-471-7443
093-475-7755
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主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

事業所名
第一運送株式会社 小倉営業所
株式会社ＦＢＳコーポレーション 北九州営業所
株式会社中国トラック 北九州
株式会社にしけい 小倉営業所
株式会社引越社関東 北九州西営業所
株式会社引越社関東 北九州東営業所
アートコーポレーション株式会社 小倉営業所
株式会社サンキュウ・トランスポート・九州 本社営業所
丸全九州運輸株式会社 小倉輸送営業所
株式会社シンクラン 西小倉営業所
株式会社西志商事 本社
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 北九州支店
株式会社ソル 本社営業所
岡山県貨物運送株式会社 北九州支店
山九株式会社 小倉営業所
株式会社ムロオ 北九州営業所
総合物流サービス株式会社 本社
戸畑物流株式会社 本社営業所
株式会社ベストワーク運輸 本社営業所
株式会社中組 本社
九州航空株式会社 北九州支店
有限会社内本開発 本社
株式会社サカイ引越センター 北九州支社
ヤマト運輸株式会社 城山センター
ヤマト運輸株式会社 八幡引野センター
有限会社ロジスティックス・チューオウ 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 八幡南支店
八幡運送株式会社 若松営業所
正栄運輸株式会社 本社
日本郵便株式会社 八幡南郵便局
鮎川産業株式会社 本社
株式会社ジェイネットトランスポート 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 八幡東支店
ヤマト運輸株式会社 新門司センター

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
福岡県北九州市小倉南区大字朽網３９１４－９
福岡県北九州市小倉南区大字曽根４３６１－１０
福岡県北九州市小倉南区長野本町２丁目２番６号
福岡県北九州市小倉北区下到津２丁目７－２０
福岡県北九州市小倉北区篠崎１－４－８
福岡県北九州市小倉北区篠崎１丁目４番８号
福岡県北九州市小倉北区神岳２－１－１
福岡県北九州市小倉北区西港町１２０－２
福岡県北九州市小倉北区西港町１５番地６７
福岡県北九州市小倉北区西港町３０－５
福岡県北九州市小倉北区西港町６１番地２９
福岡県北九州市小倉北区西港町８４－１
福岡県北九州市小倉北区西港町８４－７
福岡県北九州市小倉北区西港町８６－１
福岡県北九州市小倉北区西港町８６－９
福岡県北九州市小倉北区西港町９１
福岡県北九州市小倉北区西港町９２－３
福岡県北九州市小倉北区西港町９－３
福岡県北九州市小倉北区西港町９５－５
福岡県北九州市小倉北区大字富野字隠岩１７１７－１９
福岡県北九州市小倉北区東篠崎３丁目６－２７
福岡県北九州市小倉北区末広２丁目３－１３
福岡県北九州市八幡西区永犬丸南町２丁目３－６
福岡県北九州市八幡西区屋敷２丁目３７－１，３７－２
福岡県北九州市八幡西区割子川２丁目１５－９，１０，
２１
福岡県北九州市八幡西区折尾１丁目８－２０－２０２
福岡県北九州市八幡西区東石坂町３４５６－４・５・６
福岡県北九州市八幡西区洞北町１－３
福岡県北九州市八幡西区洞北町７－１
福岡県北九州市八幡西区八枝４丁目３－２１
福岡県北九州市八幡西区夕原町４－１６
福岡県北九州市八幡西区夕原町５－５
福岡県北九州市八幡東区前田１－３－５，３－６，３－
７，３－９，３－１１
福岡県北九州市門司区伊川字ツイ通１９５３番１
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電話番号
093-475-7575
0944-64-2468
093-474-6061
093-562-8910
093-591-2220
093-591-2205
093-511-0123
093-571-3099
093-581-0800
093-581-6614
093-562-6860
093-562-8940
093-953-9745
093-581-0286
093-581-2631
093-562-2160
093-582-5633
093-562-0780
093-582-7758
093-521-0508
093-941-2020
093-512-7777
093-611-1109
093-645-7521
093-632-7101
093-603-2794
093-618-0817
093-691-1300
093-691-1139
093-691-0702
093-644-8000
093-644-5757
093-681-8009
093-481-7780

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

久留米市

事業所名
日本郵便輸送株式会社 門司営業所
新熊本産業株式会社 本社営業所
株式会社カイソー 九州営業所
株式会社イマナガ 本社営業所
有限会社ワイズトランスポート 本社営業所
日正運輸株式会社 北九州営業所
有限会社内本開発 新門司営業所
下関海陸運送株式会社 北九州支店
株式会社ＮＢＳロジソル 北九州営業所
株式会社中通 小倉営業所
株式会社安川トランスポート 門司営業所
ＳＢＳフレックネット株式会社 北九州営業所
株式会社日之出運輸 北九州支店
高千穂倉庫運輸株式会社 北九州営業所
株式会社日本トランスネット 北九州営業所
松光運輸株式会社 本社
九連運輸株式会社 本社営業所
高倉運輸株式会社 門司営業所
株式会社ランテック 久留米支店
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 久留米支店
株式会社シンクラン 筑後営業所
九州航空株式会社 久留米
株式会社にしけい 久留米営業所
西鉄運輸株式会社 久留米営業所
株式会社都通商 本社
九州福山通運株式会社 久留米営業所
有限会社安居野運送 本社
株式会社引越社関東 久留米営業所
西久大運輸倉庫株式会社 久留米営業所
佐川急便株式会社 久留米営業所
西久大運輸倉庫株式会社 善導寺営業所
フクワ物流株式会社 久留米営業所
東邦興産株式会社 九州営業所
久留米物流サービス株式会社 本社営業所
有限会社木下運輸 久留米営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
福岡県北九州市門司区松原２－９－５８
福岡県北九州市門司区新門司１－１１
福岡県北九州市門司区新門司２丁目１５－１
福岡県北九州市門司区新門司３－３８－２
福岡県北九州市門司区新門司３丁目２８番１号
福岡県北九州市門司区新門司３丁目５３－２
福岡県北九州市門司区新門司３丁目６７－３２
福岡県北九州市門司区新門司北１－１１－５
福岡県北九州市門司区新門司北１－３－４
福岡県北九州市門司区新門司北１丁目１６－２
福岡県北九州市門司区新門司北１丁目２番地１０
福岡県北九州市門司区新門司北２－２－７
福岡県北九州市門司区新門司北一丁目６－４
福岡県北九州市門司区西海岸３－１９－３
福岡県北九州市門司区大字猿喰１１７１－１
福岡県北九州市門司区大字吉志４１０－１．５
福岡県北九州市門司区大字恒見１３７４
福岡県北九州市門司区田野浦海岸７－３
福岡県久留米市宮ノ陣町若松１番地１３
福岡県久留米市御井旗崎２丁目２６番１２号
福岡県久留米市御井旗崎３－１０－１２
福岡県久留米市御井旗崎３－６－１
福岡県久留米市御井旗崎３丁目１２－５
福岡県久留米市御井町２２９１－１
福岡県久留米市荒木町藤田１０９７－４
福岡県久留米市荒木町藤田１４５４－２６
福岡県久留米市山川安居野３丁目７－１１
福岡県久留米市山川神代１丁目７番１５号
福岡県久留米市上津町赤坂２１９２－２１７
福岡県久留米市新合川１丁目６－５１
福岡県久留米市善導寺町木塚１９７－２
福岡県久留米市津福本町字重ノ江２２９５－１
福岡県久留米市田主丸町秋成８８－１，２
福岡県久留米市東櫛原町３５３
福岡県久留米市東合川干出町２－１０，１１
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電話番号
093-371-6508
093-481-1731
093-481-6055
093-481-5097
093-481-6705
093-481-3731
093-483-2555
093-481-2457
093-483-3321
093-483-2520
093-481-6788
093-481-6340
093-481-8111
093-331-3535
093-483-2332
093-481-1157
093-481-6412
093-331-6855
0942-36-4125
0942-44-2661
080-4108-8655
0942-44-3688
0942-23-7227
0942-44-4401
0942-27-3076
0942-21-0292
0942-80-0907
094-290-2626
0942-21-5360
0942-43-3009
0942-47-6825
0942-65-6721
0943-72-8070
0942-39-2161
0942-44-6520

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

古賀市

田川市

太宰府市
筑後市
筑紫野市
直方市
福津市
みやま市

事業所名
株式会社吉川フローズンサプライ 久留米営業所
ヤマト運輸株式会社 福岡久留米支店
株式会社大運 古賀営業所
株式会社エルス 福岡支店
株式会社ヤマザキ物流 福岡営業所
株式会社トライアンス 本社営業所
株式会社丸都運輸 ＦＣＣ事業所
株式会社ベーシック 福岡営業所
株式会社商映運輸 福岡東営業所
株式会社ホクエー 本社営業所
有限会社光産業開発工業 本社
福岡陽晃運輸株式会社 本社営業所
株式会社トーコー 本社営業所
株式会社ティー・エル・エス 北部九州物流センター
株式会社太平運輸 本社
梶原産業株式会社 本社
安武運送有限会社 本社営業所
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 太宰府支店
株式会社弥生運輸 九州営業所
株式会社サン・トップ運輸 福岡営業所
ウチダロジテム株式会社 二日市営業所
株式会社ランテック 二日市支店
西久大運輸倉庫株式会社 直方営業所
ヤマト運輸株式会社 福岡津屋崎センター
株式会社ＦＢＳコーポレーション 本社営業所
池田運輸株式会社 福岡営業所
有限会社山門クレーン 本社営業所
住ノ江海陸運輸株式会社 瀬高営業所
有限会社下河物流 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 福岡瀬高センター

宮若市

株式会社東海車輌 福岡営業所
有限会社いなべ物流サービス 福岡営業所
千里運輸株式会社 福岡営業所
有限会社シュライン物流 本社事業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
福岡県久留米市東合川干出町３－５
福岡県久留米市野中町字蔵下１２６３
福岡県古賀市鹿部３３５－５３
福岡県古賀市小山田恵内作１８６－１
福岡県古賀市青柳１０６０－１
福岡県古賀市青柳１１８７－８
福岡県古賀市青柳３１０８－８
福岡県古賀市青柳字山見坂４７８
福岡県古賀市青柳町２７８－１
福岡県古賀市青柳町５７番地
福岡県古賀市青柳町８７－１
福岡県古賀市大字小山田字徳ノ尾２９６－１８
福岡県古賀市薬王寺１８６８－７
福岡県田川市大字伊田２４１８－４
福岡県田川市大字弓削田字屋敷３２１７－１
福岡県田川市大字大字伊田２５５０－１５
福岡県太宰府市五条１－３－２２
福岡県太宰府市水城２丁目１８番４５号
福岡県筑後市大字四ヶ所４２６－１
福岡県筑後市長浜７１５－１
福岡県筑紫野市紫３丁目１－１
福岡県筑紫野市大字永岡７１７－１
福岡県直方市大字頓野字羽高２７７７－１
福岡県福津市津屋崎字七福１９５０－２
福岡県みやま市高田町江浦町１０７番地２
福岡県みやま市高田町大字竹飯２０３４－１
福岡県みやま市瀬高町河内２４１０－１
福岡県みやま市瀬高町坂田１９０－１
福岡県みやま市瀬高町松田１－１
福岡県みやま市瀬高町大字下庄字向工３６３－１、３６
３－６
福岡県宮若市下有木３７８－１
福岡県宮若市下有木字石川３８７番地
福岡県宮若市山口１２９９番１０
福岡県宮若市沼口６１５－１
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電話番号
0942-41-0433
0942-36-1906
092-944-2223
092-942-3300
092-943-0027
092-940-2225
092-943-4632
094-940-0003
092-941-1115
092-405-5150
092-944-3319
092-943-1821
092-692-2343
0947-45-2555
0947-42-3608
0947-44-6126
092-922-4076
092-920-1070
0942-52-2226
0942-53-1466
092-922-2229
092-922-3864
0949-28-8431
0940-52-9100
0944-64-2468
0944-67-0248
0944-62-2183
0944-62-5931
0944-62-2649
0944-62-3170
0949-58-8001
0949-28-8889
094-955-8033
0949-55-8270

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

宗像市

事業所名
愛知陸運株式会社 福岡営業所
株式会社ロジコム・アイ 福岡営業所
高陽輸送株式会社 宮田営業所
株式会社アジア運輸 福岡営業所
株式会社三愛ガスサービス 北九州営業所
ヤマト運輸株式会社 福岡宗像支店

柳川市
八女市

行橋市
朝倉郡

遠賀郡

糟屋郡

柳川運輸株式会社 本社営業所
株式会社ＹＫＧ物流 本社営業所
今井運送株式会社 本社営業所
立花運輸倉庫株式会社 八女営業所
宮田運送株式会社 本社営業所
株式会社ＪＡＰＡＮ．ＣＡＲＧＯサービス 甘木営業所
セイコー運輸株式会社 中九州営業所
清公運輸株式会社 本社営業所
株式会社秀商 本社営業所
太田運輸株式会社 本社営業所
株式会社キューブツ 大刀洗営業所
ヤマト運輸株式会社 福岡夜須センター
宝珠運輸株式会社 本社営業所
有限会社永井運輸 本社営業所
髙倉運輸株式会社 本社営業所
第一運送株式会社 本社
岡垣運送有限会社 本社
八幡運送株式会社 本社営業所
株式会社日之出運輸 北九州西事業所
株式会社コダ運輸 福岡営業所
東洋陸運株式会社 福岡営業所
九州名鉄運輸株式会社 福岡東支店
江崎商運株式会社 宇美営業所
マルゼンレックス株式会社 本社
福岡熊交株式会社 本社営業所
九州都南輸送株式会社 福岡営業所
西日本ジェット・ライン株式会社 本社営業所
株式会社南栄運輸 福岡営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
福岡県宮若市沼口字汐井掛原４０６番６
福岡県宮若市水原２１０
福岡県宮若市倉久１４６８－１
福岡県宮若市鶴田２５６－７０
福岡県宗像市光岡字小牟田８０番地
福岡県宗像市大字野坂字牟田田２７１３番地１、２７１
３番地４、２７１３番地８
福岡県柳川市大字田脇字古賀園１７４－１
福岡県八女市室岡１３０２－２５
福岡県八女市大字津江６０５－１
福岡県八女市大字龍ヶ原１０１－２
福岡県行橋市大字西谷字五反田２０２－１
福岡県朝倉郡筑前町原地蔵２２１７－１
福岡県朝倉郡筑前町高田１９１３－１
福岡県朝倉郡筑前町三並１３９８番地
福岡県朝倉郡筑前町三並９２５－１
福岡県朝倉郡筑前町三並字薬師堂１４７２番地１
福岡県朝倉郡筑前町大字高上５４９－５
福岡県朝倉郡筑前町大字野町字大牟田１１４７番１
福岡県朝倉郡東峰村福井２９１６－２、２９１７－１
福岡県遠賀郡遠賀町大字尾崎字二又１１２９
福岡県遠賀郡遠賀町大字別府３４００
福岡県遠賀郡遠賀町大字老良３６５－１
福岡県遠賀郡岡垣町吉木東２丁目３－７
福岡県遠賀郡水巻町吉田南４丁目６－８
福岡県遠賀郡水巻町猪熊九丁目８－３３
福岡県糟屋郡宇美町ゆりが丘４丁目８番１３号
福岡県糟屋郡宇美町ゆりが丘４丁目８番３号
福岡県糟屋郡宇美町貴船３丁目７－１
福岡県糟屋郡宇美町障子岳南５丁目８－１８
福岡県糟屋郡久山町久原１７５番地２
福岡県糟屋郡久山町久原２９０４－７
福岡県糟屋郡久山町久原字五反田３８２７－１番
福岡県糟屋郡久山町大字久原３２２６－５
福岡県糟屋郡久山町大字久原字片見鳥３１１９－２
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電話番号
0949-55-2007
0949-34-7787
0949-32-5566
0949-32-4660
0940-36-4530
0940-36-5702
0944-74-1313
0943-24-9005
0943-23-1125
0943-23-1185
0930-22-3320
0946-22-1031
0946-23-9165
0946-42-0057
0946-42-1760
0946-42-4448
0946-26-1315
0946-21-5020
0946-72-2304
093-293-7700
093-293-8864
093-293-3206
093-282-1497
093-201-7803
093-201-6511
092-410-8001
092-957-6761
092-934-0100
092-934-1169
092-957-5155
092-652-3636
092-652-3538
092-976-4933
092-931-6661

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

粕屋郡

事業所名
丸全運輸株式会社 本社営業所
株式会社成友 福岡東
江川商運有限会社 本社
株式会社ＩＴＥＣＮＥＸＴ 本社営業所
株式会社ＭＨロジ 本社営業所
株式会社シンクラン 東博多営業所
福岡いづみ運輸株式会社 本社営業所
株式会社博運社 篠栗センター営業所
エー・エス・ケイライン株式会社 本社営業所
高千穂倉庫運輸株式会社 篠栗営業所
ワールド運輸株式会社 福岡営業所
株式会社丸二運輸 新宮営業所
山川運送株式会社 福岡営業所
株式会社大生運送 本社
藤野運輸興業株式会社 本社営業所
高千穂倉庫運輸株式会社 新宮営業所
株式会社サンキ 福岡営業所
秋山商運株式会社 本社営業所
株式会社スカイネット福岡 本社営業所
北九州高速運輸株式会社 福岡営業所
有限会社岡丸運輸 本社営業所
株式会社ネストロジスティクス 福岡営業所
サンハート物流有限会社 福岡営業所
フクワ物流株式会社 福岡営業所
博栄運輸株式会社 本社
上村運送株式会社 福岡営業所
有限会社孝和運輸 本社営業所
株式会社渡辺産業運輸 福岡営業所
株式会社ＮＢＳロジソル 福岡営業所
株式会社まると運輸機工 本社
九州関急株式会社 本社営業所
株式会社ニシアツ 本社
ヤマト運輸株式会社 福岡須恵支店
鳥栖高速運輸株式会社 福岡営業所
岡松陸送有限会社 本社営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
福岡県糟屋郡久山町大字山田２７６５－１
福岡県糟屋郡久山町大字猪野８４９－４
福岡県糟屋郡久山町猪野５７５
福岡県糟屋郡志免町御手洗１丁目２番５号
福岡県糟屋郡志免町南里２丁目１７－１０
福岡県糟屋郡志免町別府３－５６２－８
福岡県糟屋郡志免町別府東３丁目１－７
福岡県糟屋郡篠栗町大字篠栗４８２６－１
福岡県糟屋郡篠栗町大字津波黒６６８－５
福岡県糟屋郡篠栗町大字津波黒字極楽１１１－５４
福岡県糟屋郡篠栗町大字尾仲字椿５８６番地１－２
福岡県糟屋郡新宮町下府２丁目１１－１５
福岡県糟屋郡新宮町大字原上１６１８－１
福岡県糟屋郡新宮町大字的野香ノ木７４１－２５
福岡県糟屋郡新宮町大字立花口２２７０－１
福岡県糟屋郡新宮町美咲１丁目１－５２
福岡県糟屋郡須恵町大字植木１４４８
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵４８０－１
福岡県糟屋郡粕屋町上大隈１９７番地１
福岡県糟屋郡粕屋町上大隈７６５－１
福岡県糟屋郡粕屋町大隈８２－１
福岡県糟屋郡粕屋町大字内橋６４２番１
福岡県糟屋郡粕屋町大字内橋７９６－１
福岡県糟屋郡粕屋町大字内橋字仲の坪７４２番１
福岡県粕屋郡宇美町宇美東１丁目１５－１０
福岡県粕屋郡久山町大字山田２２９６－８
福岡県粕屋郡志免町南里７丁目８－３０
福岡県粕屋郡志免町別府４７４－１
福岡県粕屋郡篠栗町大字和田１０４７－４－２
福岡県粕屋郡新宮町上府北２丁目１８－１
福岡県粕屋郡新宮町大字的野６３０
福岡県粕屋郡新宮町大字立花口４０９－１
福岡県粕屋郡須恵町植木字白石１０８７，１０８８
福岡県粕屋郡須恵町大字植木１２１９－６
福岡県粕屋郡須恵町大字植木字尾黒１７４－２
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電話番号
092-976-4100
092-931-9007
092-410-0757
092-284-8044
092-405-1663
092-629-5651
092-936-2062
092-947-7222
092-692-9058
092-931-5711
092-957-4011
092-963-4734
092-940-5511
092-963-1055
092-962-6400
092-940-6131
092-937-8111
092-934-0838
092-931-7555
092-939-9477
092-938-8165
092-409-7168
092-292-8674
092-931-7227
092-932-6333
092-976-3335
092-935-6611
092-939-3028
092-932-5570
092-963-0333
092-941-2577
092-963-1281
092-936-4711
092-935-6848
092-937-0907

主な輸送品目（任意掲載）

市区郡名

鞍手郡
築上郡
三井郡
三潴郡
京都郡

八女郡

事業所名
ウチダロジテム株式会社 物流センター営業所
株式会社福岡物流センター 本社
株式会社博運社 福岡支店
株式会社博運社 第３ターミナル営業所
第一運送株式会社 小竹営業所
株式会社アイエヌライン 本社営業所
株式会社Ｍ＆Ａトランスポート 本社営業所
北松通運株式会社 福岡営業所
株式会社橘運送 福岡営業所
ライゴーエキスプレス株式会社 八女営業所
ヤマト運輸株式会社 久留米三潴センター
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 小倉南支店
鶴丸海運株式会社 苅田営業所
株式会社バンテック九州 苅田営業所
株式会社ランクルーズ 苅田営業所
三原物流株式会社 本社営業所
株式会社博運社 広川営業所
株式会社大窪商店 福岡営業所
株式会社原口商事 本社
有限会社アサヒポーター 本社
八女丸善運輸株式会社 本社営業所

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。

住所
福岡県粕屋郡須恵町大字新原３４－３，７，８
福岡県粕屋郡粕屋町若宮２丁目１９－３０
福岡県粕屋郡粕屋町大字阿恵字上下３４３
福岡県粕屋郡粕屋町大字阿恵字上下３４６－１他１０筆
福岡県鞍手郡小竹町大字御徳１７０２－２０
福岡県築上郡吉富町大字直江６５６－１
福岡県築上郡上毛町大字成恒１２０番地１
福岡県三井郡大刀洗町大字山隈４７１番２
福岡県三井郡大刀洗町大字上高橋字松本１３３４－２
福岡県三潴郡大木町奥牟田１０２２番地
福岡県三潴郡大木町前牟田４３８番地
福岡県京都郡苅田町港町１７番２
福岡県京都郡苅田町新浜町１－６
福岡県京都郡苅田町新浜町１番地７
福岡県京都郡苅田町大字殿川１－２
福岡県京都郡苅田町長浜町８番地
福岡県八女郡広川町大字藤田１４２５－５０
福岡県八女郡広川町大字藤田１４２５－５７
福岡県八女郡広川町大字藤田１４２６－７
福岡県八女郡広川町大字日吉大野８６８－１
福岡県八女郡広川町藤田１４００－２
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電話番号
092-957-6368
092-938-1010
092-611-1222
092-621-2761
09496-2-7545
0979-33-7662
0979-72-1808
0942-23-6755
0942-77-1141
0944-75-2700
0944-75-8151
093-435-2030
093-434-1171
093-434-2991
093-967-9671
093-436-0090
0943-30-8210
0943-32-8808
0943-32-3635
0943-32-6923
0943-30-8002

主な輸送品目（任意掲載）

